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巻頭言

同門会会長挨拶 

野平  久仁彦 
北海道大学医学部形成外科同門会 会長

　2020年はコロナ禍に見舞われ、今までの生活様式が一変した年でした。その中で12月11日
の杉原平樹先生の逝去は悲しみを一層深いものにさせました。葬儀に皆が集まる事が不可能に
なったからです。杉原先生は北大医学部形成外科２代教授、元北海道大学病院長、北大名誉教
授であったばかりでなく、平成17年から19年にかけて一般社団法人日本形成外科学会の理事長
も勤められました。心からご冥福をお祈りいたします。 

　祝賀としては林　利彦先生の旭川医科大学教授就任があります。全国でも残り少ない、形成
外科がなかった大学に新しく開設されたことは同門会としても誇るべきことだと思います。ゼ
ロからのスタートで林先生にとっては重積だと思いますが、初代教授は誰でもなれるわけでは
ありませんので、頑張っていただきたいと思います。 

　北大の関連病院でもコロナウイルスのクラスターが発生した病院がいくつかあり、同門会員
にも感染者がいないか心配ですが、今のところ報告はないようです。形成外科診療に影響を及
ぼした施設も多数あるかと思いますが、体調に十分ご留意のうえお過ごしいただきたいと思い
ます。感染の増加と経済活動の低下、逆に感染の減少と経済活動の活発化は何らかの関数関係
にあると考えられますが、誰も経験したことがないことですのでしばらくは両方の均衡点を見
つけながら生活することになるでしょう。ワクチンの接種が始まりましたので、今年1年で収束
に向かうことを期待したいと思います。
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教授挨拶 

山本  有平 
北海道大学医学部形成外科学教室 代表 
北海道大学大学院医学研究院・医学部 　 

形成外科学教室 主任教授
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　今年は、これまで経験した事がない、不安な日々が続くコロナ禍の一年でした。 
　この時が滞った令和2年10月に、国立大学法人旭川医科大学に形成外科教室が新設されることが決定
し、当教室より林　利彦先生が、令和３年1月1日付で主任教授に就任されました。この度の人事によ
り、筑波大学形成外科 関堂　充教授、福島医科大学形成外科 小山明彦教授、東京医科歯科大学形成外科 
森　弘樹教授、愛知医科大学形成外科 古川洋志教授に続いて、北海道大学形成外科同門より５人の教授
が誕生しました。北海道内の医育機関に形成外科教室を開設することは、北海道大学医学部形成外科教
室・同門会の長年の悲願でありました。それを達成することができた喜びを分かつと共に、道内におけ
る形成外科学教育ならびに形成外科診療のさらなる発展に大きな責任を持つものと、身の引き締まる思
いであります。 
　教室運営を担う教員スタッフですが、舟山恵美准教授・診療教授には、GMとして教室をしっかりまと
めて頂いております。４月からは、大澤昌之先生が病院講師・診療准教授に、前田　拓先生が病院診療
講師に昇任されました。そして、石川耕資先生が病院助教に採用され、新しいメンバーとして加わりまし
た。各位には診療・研究・教育業務に幅広く頑張ってくれることを期待します。 
　大学院におきましては、高橋周子先生が卒業され、博士（医学）学位を取得しました。また、日本形
成外科学会認定専門医は、新たに、星野善允先生、開田ひろみ先生が、立派な成績で取得しました。こ
れからの各位の活躍を大いに期待しています。 
　本年11月には、形成外科フォーラム「遠友學舎」を福島にて開催しました。學舎長として、北海道大
学、筑波大学、福島県立医科大学、愛知医科大学の4大学の形成外科教室が交歓する会として企画しまし
た。一つの「学び舎」から羽ばたいた「遠くの友」が集い、多くの仲間と交流・親睦を深め、次世代の
人材を育み、未来の形成外科の発展を目指す～北海道大学２期生新渡戸稲造先生の精神を承けた集いの
場です。小山明彦会長のご高配により、学術セクションでは、若者を中心とした活発な意見交換がなさ
れ、その後に、温泉に浸かりながら親睦を深め合い、大変意義深い会となりました。 
　次年度には、６名の新たな教室員が我々の仲間になります。これからも、日本の形成外科診療ならび
に教室の発展の為に、益々のご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。 

　結びに、令和2年12月11日、病気療養中でありました北海道大学医学部形成外科学教室２代主任教授
杉原平樹先生がご逝去されました。ご闘病中の杉原先生に、前述の旭川医大の件をご報告することがで
き、下記の心温まるメールを先生から頂きました。先生から私への最後のエールとして、大事に心に残し
ていきたいと存じます。 

“山本 有平 教授 侍史 
　林 利彦先生の旭川医大形成外科初代教授候補者へのご指名誠におめでとうございます。
これも偏に、卓越したご先生の薫陶の賜物と存じます。 
　ご返事が遅れ大変申し訳ありません。ご承知のとおり現在闘病中の身で、緩和医療病棟を
も考慮中の状況で長い文章は書けませんので無礼をお許しください。 
　山本教授の益々ご健勝にてのご活躍と、林先生はじめ教室同門の更なる発展を心からお祈
り申し上げます。 

北海道大学名誉教授　杉原 平樹” 

　先生の長年にわたるご功績に敬意を表し、また多大なるご貢献に深く感謝致します。北海道大学医学
部形成外科学教室を代表し、ここに衷心よりご冥福をお祈りして、追悼の言葉を供します。
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続・巻頭言

追悼　杉原平樹名誉会員 

山本  有平 
北海道大学医学部形成外科学教室 代表 
北海道大学大学院医学研究院・医学部 　 

形成外科学教室 主任教授

　北海道大学医学部形成外科学教室２代主任教授杉原平樹先生は、病気療養中のところ、令和
２年１２月１１日(金)にご逝去されました。享年７９歳でした。北海道大学医学部形成外科学
教室を代表し、ここに謹んで哀悼の意を表します。 

　先生は、昭和１６年４月６日に北海道に生まれ、昭和３８年３月に北海道大学教養部医学進
学課程修了、昭和４２年３月に北海道大学医学部医学科医学専攻課程卒業し、昭和４７年１２
月北海道大学医学部助手、昭和５４年１０月同講師、昭和６０年２月同助教授を経て、平成７
年９月同教授に就任し、形成外科学講座を担当されました。その後、平成１２年４月に北海道
大学大学院医学研究科・医学部高次診断治療学専攻機能再生医学講座形成外科学分野に担当名
が変更しましたが、退官までの９年７ケ月にわたり、本学教授として教育・研究・診療に努め、
平成１７年３月定年退官、同年本学より名誉教授の称号を授与されました 

　先生は、北海道大学医学部における形成外科学講座の創始メンバーです。形成外科の研修
は、ニュージーランド国立ミドルモア病院および米国アラバマ州立大学病院にて形成外科の臨
床ならびに基礎研究に邁進し、広く世界的視野を修得されました。診療・臨床研究において
は、特に、頭蓋顎顔面外科学において、歯学部矯正科、補綴科および口腔外科と協同したチー
ムアプローチを推進され、唇顎口蓋裂症例に対する頭蓋顎顔面外科チーム医療及び頭蓋顎顔面
骨延長術の確立に努め、多大なる成果を挙げられました。さらに、悪性黒色腫に代表される皮
膚・軟部悪性腫瘍に対する集学的治療に力を入れ、診断学、腫瘍外科学・再建学そして抗癌薬・
免疫強化薬を用いた化学療法に関する臨床研究を行い、その治療成績の飛躍的な向上に尽力さ
れた事は特筆すべき業績です。 

　基礎的な研究面においても、主な研究領域として、生体における皮膚伸展性に関する研究、
血管内皮細胞に関する基礎的研究、悪性黒色腫を中心とした皮膚悪性腫瘍の増殖・転移・浸潤
に関する遺伝子解析、ケロイド発生制御機構の分子生物学的解明、先天性発育不全疾患のゲノ
ム解析、顔面膜性骨再生に関する基礎的研究などの多方面において、各関連基礎分野及び施設
との共同研究を立ち上げ、形成外科学分野の臨床治療に寄与し得る基礎研究体系の確立に邁進
されました。これらの研究に対し、平成１５年９月には、北海道医師会賞、北海道知事賞が授
与されております。 
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　学内にあっては、平成１３年４月から北海道大学医学部附属病院副院長、引き続いて平成
１５年４月からは北海道大学医学部附属病院長、１０月からは医学部と歯学部附属病院が統
合した北海道大学医学部・歯学部附属病院長となり、さらに平成１６年４月からは、その名
称が変更した北海道大学病院初代院長を務め、同病院の管理・運営に大いに貢献されまし
た。現在の北海道大学病院正面に飾られております“北海道大学病院”の表札は先生の揮毫に
よるものです。 

　学外にあっては、日本形成外科学会をはじめとして、日本頭蓋顎顔面外科学会、日本皮膚
悪性腫瘍学会、日本口蓋裂学会、日本熱傷学会、日本先天異常学会等の理事・評議員を歴任
されました。日本形成外科学会では理事長（平成１７年～１９年）を務められました。その
間、第１６回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会（平成１０年１０月）、第４３回日本形成外
科学会総会・学術集会（平成１２年５月）、第７回日本・韓国国際形成外科学会（平成１６
年６月）などの全国学会学術集会・国際会議を主宰し、本学における学術研究を国内外に紹
介する上で多大なる尽力をされました。 

　先生の長年にわたるご功績に敬意を表し、また多大なるご貢献に深く感謝し、ここに衷心
よりご冥福をお祈り申し上げます。 

北海道大学医学部形成外科学教室 ３代主任教授 
山本 有平 
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 沿革  History
　北海道大学医学部形成外科学教室：北大形成外科の歴史は、初代教授、現北海道大学名誉教授である
大浦武彦に始まる。大浦は、当時日本で唯一の形成外科診療科があった東京警察病院の故大森清一先生
のもとで形成外科を研修した後、1965（昭和40）年4月に北海道大学医学部皮膚科学教室三浦祐晶教授
のご配慮により形成外科診療班をつくり、医学部附属病院皮膚科で形成外科の診療を開始した。 
　1978（昭和53）年6月には、その後の積極的な診療活動および当時の文部省、大蔵省への働きかけに
より、北海道大学医学部附属病院に形成外科診療科が新設され、大浦が北海道大学医学部形成外科初代
教授に選任された。教室定員は５であった。 
　1985（昭和60）年5月には、北海道大学医学部形成外科同門会が設立され、初代会長には濱本淳二が
選出された。 
　1987（昭和62）年4月には、北海道大学医学部附属病院形成外科における臨床・研究両面にわたる実
績が認められ、北海道大学医学部に形成外科学講座が新設された。 
　1995（平成7）年9月からは、当時助教授であった杉原平樹が第2代教授に就任し、また、同年12月
より、新冨芳尚が第2代同門会長となった。 
　2005（平成17）年4月には、当時助教授であった山本有平が第3代教授に就任し、また、2007（平成
19）年12月より、吉田哲憲が第3代同門会長となった。 
　また、2019（令和元）年12月より、野平久仁彦が第4代同門会長となり、現在に至る。 
　この間、北海道大学医学部形成外科は同門ならびに教室員と共に、さらなる飛翔を遂げ続けている。

教室創立年月日：1965（昭和40）年４月１日

主な主催学会 
1980年 
第1回国際熱傷学会アジア太平洋地区会議 （会長：大浦武彦） 
第6回日本熱傷学会総会 （会長：大浦武彦） 
1986年 
第29回日本形成外科学会学術集会 （会長：大浦武彦） 
1991年 
第14回日本美容外科学会総会 （会長：大浦武彦） 
第3回国際ティシューエキスパンションシンポジウム 
 （会長：大浦武彦） 
1993年 
第11回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 （会長：大浦武彦） 
1995年 
第22回日本マイクロサージャリー学会 （会長：新冨芳尚） 
1998年 
第16回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 （会長：杉原平樹） 
2000年 
第43回日本形成外科学会総会・学術集会 （会長：杉原平樹） 
2004年 
第7回日韓国際形成外科学会 （会長：杉原平樹） 
第6回日本褥瘡学会学術集会 （会長：大浦武彦） 
2007年 
第30回日本美容外科学会総会・第100回学術集会 
 （会長：新冨芳尚） 

2009年 
日本下肢救済・足病学会創立学術集会 （会長：大浦武彦） 
2011年 
第3回日本創傷外科学会総会・学術集会 （会長：山本有平） 
2012年 
第28回日本皮膚悪性腫瘍学会学術大会 （会長：山本有平） 
2014年 
第32回日本臨床皮膚外科学会学術大会 （会長：木村　中） 
2015年 
第3回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会 
 （会長：山本有平） 
2017年 
第40回日本美容外科学会総会 （会長：野平久仁彦） 
2018年 
第36回日本頭蓋顎顔面外科学会学術集会 （会長：山本有平） 
2019年 
第62回日本形成外科学会総会・学術集会 （会長：山本有平） 
2021年 
第48回日本マイクロサージャリー学会学術集会  
 （会長：関堂　充） 
 ～予定　 
2022年 
第45回日本美容外科学会総会 （会長：山本有平） 
 ～予定　 
2023年 
第11回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会 
 （会長：関堂　充） 
 ～予定　
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初代教授　大浦武彦 
（1931年-） 

在任　1978年6月16日～1995年3月31日

第２代教授　杉原平樹 
（1941年-2020年） 

在任　1995年9月1日～2005年3月31日

第３代教授　山本有平 
（1959年-） 

在任　2005年4月1日～

歴 代 教 授

第２代会長　新冨芳尚 
（1943年-） 

在任1995年12月1日～2007年11月30日

第３代会長　吉田哲憲 
（1946年-） 

在任　2007年12月1日～2019年12月14日

初代会長　濱本淳二 
（1932年-2009年） 

在任1985年5月1日～1995年11月30日

歴代同門会会長

北海道大学医学部形成外科同門会 役員 
2020年12月10日現在 　会　頭 山本有平 

　名誉会員 大浦武彦 ・ 杉原平樹 
　同門会役員 
　　会　長 野平久仁彦 
　　副会長 木村　中 ・ 川嶋邦裕 ・ 佐々木了 
　　幹　事 國分一郎 ・ 竹野巨一 ・ 舟山恵美 ・ 堀内勝己 ・ 林　利彦 
　　監　事 松本敏明 ・ 浅見謙二 
　　最高顧問 新冨芳尚 
　　顧問 吉田哲憲 

北海道大学大学院医学研究院形成外科学教室 教員スタッフ 
2020年12月31日現在 　教　授 山本有平 

　准教授・診療教授 舟山恵美 
　准教授（歯学研究院）・客員臨床教授 林　利彦 
　講　師・診療准教授 大澤昌之 
　助　教・診療講師 前田　拓 
　助　教 石川耕資

第４代会長　野平久仁彦 
（1953年-） 

在任　2019年12月15日～
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